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株式会社月艮音闘寺言H苫 ． 
本 ネ土 東京都中央区京橋 2丁目 5番地 03 (563)2111 

札 ．幌営業所 札 幌 市 北 二 条西 3 丁 目 0 I I (251) 2206 

仙台営業所 仙台市中央 2 丁目 7 番 28号 0222(25)7421 

東京 営 業 所 東京都中央区銀座 4丁目 3番 l号 03 (535)2211 

名古屋営業所 名古屋市中区錦 l丁目 3番 10号 052(231)7571 

大阪支店時計営業部 大阪市東区博労町 4丁目 17番 06 (252)1321 ． 
広島営業所 広島市三川町 7 番 I 号 0822(47)7291 

福岡営業所 福岡市天神 3 丁目 4 番 5号 092 (77)4131 







●特選 ド レスウォッチ

．
 
．
 

國I

●6800 22石 016
極薄型ドレスウオッチ

ハードレックス付

18K 300,000円
(18K美錠付）

(600-600) 

●6800 22石 030
極薄型ドレスウオッチ

ハードレックス付

ss 170,000円
(602-602) 

． 

． ●2220 24石 216
ドレスウオッチ

18K-300,000円
(706-042) 

●2559 24石 210
ドレスウオッチ

14K·WG~280 , 000 円
(706-042) 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印の記サと番号と価格をご指定 Fさい。 3
 



●特選ドレスウォ ッチ

●2220 24石 226
ドレスウオ ッチ

18K 280,000円
(024-021) 

●2559 24石 220
ドレスウオ ッチ

14K・WG- 260,000円
(024-041) 

．
 
．
 
． 

●2220 24石 306
ドレスウオ ッチ

18K 

． 
115,000円
(18K美錠付）

(710-042) 
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●特選ドレスウオッチ

圃

．
 
．
 

．
 
．
 

●6800 22石 026
極薄型ドレスウオッチ

サファイアガラス付

lBK-350,000円
(18K鎖付）

(601-60 I) 

0--→ 

●6800 22石 020
極薄型ドレスウオッチ

サファイアガラス付

SILV - 200,000円
(SILV鎖付）

(601-60 I) 



．
 
．
 
． 

． 



6Sグランドセイコー

グランドセイコーは、セイコーが技術の粋を結集し完全な 品質管理のもとに製造した最謀級腕時計です。

．
 
．
 

．
 

．
 

●6185 25石 030
グランドセイコー V.F.A

自動巻・秒針規正装置付

ハイピート・ハードレックス付

SS・ WR - 100,000円
(802-801) 

●61 GWL 25石 020
グランドセイコー スペシャ ル

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイビート・硬質ステンレス側

サファイヤカットガラス付

HSS・WR - 68,000円
(801-800) 

●61GWL 25石 030
グランドセイコー スペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイビート

GC・WR-58,000円
(802-801) 

●61 GWL 25石 010
グランドセイコー スペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付・カレンダー和英切換装置付

ハイピート・ハードレックス付

SS ・WR-56,000円
(800-800) 

●61 GWL 25石 010
グランドセイコー スペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付・カレンダー和英切換装置付

ハイビート・ハードレックス付

SS・WR -53,000円
(800-800) 

●61GCL 25石 010
グランドセイコ＿ スペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付．

ハイビート・ハードレックス付

SS ・ W R -50,000円
(800-800) 

ー

（注 ）ご注文いたゞく 際 は、●印の記号と 番 号と 価格 をご指定下さい。



6Sグランドセイコー

●56GAW 25石 010
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付 ・カレ ンダー和英切換装

置付・ハイピート

lBK・WR-185,000円
(18K美錠付）
(700-700) 

●56GAW 25石 020
グ―‘フ／ドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピー ト・ハードレ ックス付

GC・WR-54,000円
(701-701) 

●56GAW 25石 020
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-49,000円
(701-701) 

●56GAW 25石 030
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-49,000円
(800-800) 

●56GAW 25石 035
グランドセイコ＿

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-49,000円
（近日発売） （800-800) 

●56GAW 25石 020
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-46,000円
(701-701) 

．
 
． 

．
 

．
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6S グランドセイコー

．
 

．
 

●56GAW 25石 021
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピート ・ハードレック ス付

SS・WR- 46,000円
(701-701) 

●56GAW 25石 024
グランドセイ コー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付 ・カ レンダー和英切換装

置付 ．ハイ ビー ト・ ハー ドレックス付

SS・WR-46,000円
（近H発必） (70 I -702) 

●56GAW 25石 010
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付 ・カ レンダー和英切換装

置付 ．ハイピート

SS・WR- 43,000円
(700-700) 

璽＇

．
 
．
 

●56GAC 25石 046
グランドセイ コ＿

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイ ピー ト

lBK・WR- 195,000円
(18K美錠付）

(500-500) 

●56GAC 25石 010
グラ ンドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付 ・ハイピート

lBK・WR- 180,000円
(18K美錠付）
(700-700) 

●56GAC 25石 020
グランドセイコ ー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピー ト

ハードレックス付

GC・WR- 51,000円
(701-701) 

（注 ） ご注文いた、’く際は、 ● I"|］の，記［｝と番サと価格をご指定下さい。



6Sグランドセイコー

●56GAC 25石 030
グランドセイコ＿

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 46,000円
(800-800) 

●56GAC 25石 035
グランドセイコ＿

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付．ハイピート

ハードレックス付

S S ・ WR ~ 4 6, 0 0 0円
（近日発売） (800-800) 

●56GAC 25石 020
グランドセイコー

自動巻・秒針規正：装置付

微調整装置付 ・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 43,000円
(701-701) 

．
 

．
 

●56GAC 25石 021
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 43,000円
(70 I -70 I) 

●56GAC 25石 024
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 43,000円
（近日発売） （701-702) 

●56GAC 25石 010
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピート

SS・WR- 40,000円
(700-700) 

． 

．
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6Sグランドセイコー

．
 

．
 

●56GA 25石 046
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイビート

lBK-190,000円
(18K美錠付）
(500-500) 

●56GA 25石 010
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付．ハイビート

lBK・WR-175,000円
(18K美錠付）
(700-700) 

●56GA 25石 010
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付 ・ハイビート

SS・WR- 37,000円
(700-700) 

圃＇

． 

．
 

●61 GAW 25石 040
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイビ＿卜

ハードレックス付

SS・WR-44,000円
(802-804) 

●616AW 25石 042
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付 ・ハイビート

ハードレックス付

SS・ W R -44,000円
(802-804) 

●61GAC 25石 040
グランドセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付 ・ハイビート

ハード レックス付

SS・WR-41,000円
(802-804) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 11]の記号と番号と 価 格をご指 定下さい。 11 



6Sグランドセイコー

●61GAC 25石 042
グランドセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付 ・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR-41,000円
(802-804) 

●45GSC 25石 030
グランドセイコー

秒針規正装置付．微調整装置付

瞬間日送り装置付・ハイピート

lBK・WR-145,000円
(18K美錠付）
(801-801) 

●45GSC 25石 010
グランドセイコー

秒針規正装置付．．微調整装置付

瞬間日送り装置付・ハイピート

GC・WR-38,000円
(800-800) 

．
 
．
 

●45GS 25石 030
グランドセイコー

秒針規正装置付 ．微調整装置付

ハイピート

lBK・WR-140,000円
(18K美錠付）
(801-801) 

●45GS 25石 010
グランドセイコ＿

秒針規正装置付．微調整装置付

ハイピート

GC・WR -35,000円
(800-800) 

． 

． 

12 



王＜S -キン グ セ イ コ ー

キングセ イ コークロノ メー ター は 日本 ク ロ ノメー ター検 定 協会の1妥秀級クロ ノ メー ターイ企定 ），し準 に合--mした 邸 精 度

腕時叶です。

．
 
．
 
． 

．
 

●52KWM 25石 010
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・瞬間日・曜送り装置付・ハイピー

ト・ハードレックス付

SS・WR-35,000円
(600-600) 

●52KWM 25石 014
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・瞬間日・曜送り装置付 ・ハイピー

ト・ Iヽードレックス付

SS・WR-35,000円
(600-600) 

●52KWM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ．瞬間日・曜送り装置付・ハイピ

ート

SS・WR- 34,000円
(601-601) 

●52KCM 25石 010
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付．瞬間日送り装置付

ハイビート・／ヽードレックス付

SS・WR- 33,000円
(600-600) 

●52KCM 25石 014
キングセイコー クロノメーター

自動巻 ・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付．瞬間日送り装置付

ハイビート・ハードレックス付

S S ・ WR-33,000円
(600-600) 

●52KCM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付．瞬間日送り装置付

／ヽ イビート

SS・WR-32,000円
(601 -601) 

一

(i i ; ‘ ご注文し、たゞく際ば、 ● I" ! ］ の ， ；じ ~J- と 番サ と 価格 をご指走 F さし、 0 13 



夏＜乏シ キングセイコー

●56KWM 25石 030
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレ ックス付

GC・WR-38,000円
(704-704) 

●56KWM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

徽調整装置付・カレンダー和英切換装

置付．夜光付・ハイピート・ハードレ

ックス付

SS・WR- 32,000円
(703--703) 

●56KWM 25石 050
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート

SS·WR~31 , 000 円
(504-505) 

．
 
．
 

●56KWM 25石 030
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装濫付．外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR -30,000円
(704-704) 

●56KWM 25石 035
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR- 30,000円
(704-704) 

●56KWM 25石 040
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付・ハイビート・ハードレックス付

SS・ WR- 30,000円
(706-706) 

． 

． 

14 



王＜乏5キングセイコー

．
 

．
 
． 

． 

●56KCM 25石 030
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微詞整装置付・ハイピート

ハードレックス付

GC・WR -36,000円
(704-704) 

●56KCM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付．夜光付・ハイピート・

ハードレックス付

SS・WR- 30,000円
(703-703) 

●56KCM 25石 050
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付 ．ハイピート

SS・WR- 29,000円
(504-505) 

●56KCM 25石 030
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装濫付 ・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 28,000円L (704-704) 

●56KCM 25石 035
キングセイコー クロノメーター

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 28,000円
(704-704) 

●56KCM 25石 040
キングセイコー クロノメーター

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付．ハイピ＿卜

ハート レ`ックス付

SS・WR- 28,000円
(706-706) 

（注 ） ご注文し、た くゞ 際は、 ● 印 の 記サと番り・と価格をご指‘9ビドさし ‘o 15 



王＜乏5キングセイコー

●45KCM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

秒針規正装置付．微調整装置付

瞬間日送り装置付・ハイピー ト

SS・WR- 22,000円
(801-802) 

●45KM 25石 020
キングセイコー クロノメーター

秒針規正装置付 ．徽調整装置付

ハイピート

SS・WR- 20,000円
(801-802) 

●56KAW 25石 120
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピート ・ハー ドレックス付

GC・WR- 33,000円
(711-711) 

．
 

．
 

●56KAW 25石 080
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピー ト

GC・WR- 29,000円
(707 -707) 

●56KAW 25石 010
キングセイ コー

自動巻 ・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピー ト・ハード レックス付

SGP・WR- 27,000円
(700-700) 

●56KAW 25石 070
キングセイ コー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付・ハイ ピート・ ハー ドレックス付

SS・WR- 28,000円
(501-501) 

． 

． 
16 



K乏5キングセイコー

．
 

．
 

●56KAW 25石 074
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピート・ハードレックス付

SS・ WR- 28,000円
(501-502) 

●56KAW 25石 100
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ．ハイピート ・ハードレックス付

SS・WR- 27,000円
(600-600) 

●56KAW 25石 120
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピート ・ハードレックス付

SS・WR- 27,000円
(711-711) 

．
 
． 

●56KAW 25石 144
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付 ・ハイピート ・ハードレックス付

SS・WR- 27,000円L (7||-7|3) 

●56KAW 25石 120
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付 ・カレンダー和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR- 25,000円
(711 -711) 

●56KAW 25石 130
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付 ．

微調整装置付 ・カレンダー

置付 ・ハイピート ・ハ＿ド

SS・WR 

注）ご(i．文し、た、｀く際ば、 ● 1'.IJの，記 i)ーと吊：リ・と f1Hif各をご4行‘巫ドさし、 0 17 



夏<Sキングセイコー

．
 

．
 

●56KAW 25石 134
キングセイコ＿

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダ＿和英切換装

置付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(712-707) 

●56KAW 25石 110
キングセイコー

自動巻・秒針規正装濫付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付．ハイピート・ハ＿ドレックス付

SS・WR-25,000円
(708-708) 

●56KAC 25石 080
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・ハイピート

BC・WR-27,000円
(707-707) 

●56KAC 25石 010
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

徹調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SGP・WR-25,000円
(700-700) 

●56KAC 25石 120
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・ハイピート

ハードレ ックス付

GC・WR-31,000円
(711-711) 

●56KAC 25石 100
キングセイコ＿

自動巻・秒針規正装置付

微調整装置付・ハイピ＿卜

ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(600-600) 

．
 
． 

18 



王<Sキングセイコー

．
 

．
 

●56KAC 25石 120
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

徽調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(711-711) 

●56KAC 25石 144
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付．ハイピ＿ト

ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(711-713) 

●56KAC 25石 120
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付．ハイピート

ハードレックス付

SS・WR-23,000円
(711-711) 

． 

．
 

．
 

●56KAC 25石 130
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・ハイピート

ハードレックス付

SS・WR- 23,000円
(712-707) 

●56KAC 25石 134
キングセイコ＿

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付．ハイピート

ハードレックス付

SS・WR-23,000円
(712-707) 

●56KAC 25石 110
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付．ハイビート

ハードレックス付

SS・WR-23,000円
(708-708) 

＼ 注 ） ご注文いた、＾く ド祭は、 ● 1 -．l j の ， it.'. サと番サと価格をご指定 l‘• さし、 0 19 



夏くミ5キングセイコー

●56KA 25石 010
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付 ・ハイピート

GC・WR-25,000円
(700-700) 

●56KA 25石 120
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付 ．ハイピート ・

ハードレックス付

SS・WR-21,000円
(702-703) 

●56KA 25石 010
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急

微調整装置付．ハイピート

SS・WR-20,000円
(700-700) 

．
 

．
 

●56KA 25石 014
キングセイコー

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・ハイピート

SS・WR-20,000円
(700-700) 

●56KA 25石 020
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付 ・ハイビート

SS・WR-20,000円
(700-701) 

●56KA 25石 024
キングセイコー

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・ハイビート

SS・WR-20,000円
(700-701) 

．
 
．
 20 



王＜乏5キングセイコー

• 

．
 

●45KSC 25石 010
キングセイコー

秒針規正装置付 ．微調整装置付

瞬間日送り装置付．ハイピート

ハードレックス付

SGP・WR-20,000円
(700-700) 

●45KSC 25石 010
キングセイコー

秒針規正装置付．微調整装置付

瞬間日送り装置付・ハイビート

ハードレックス付

SS・WR-18,000円
(700-700) 

●45KSC 25石 050
キングセイコー

秒針規正装置付 ．微調整装置付

瞬間日送り装置付・ハイピ＿卜

ハードレックス付

SS・WR-18,000円
(701-702) 

., 

．
 
．
 

●45KSC 25石 031
キングセイコー

秒針規正装濯付．徹調整装置付

瞬間日送り装置付，・ハイピート

S.S・WR-17,000円
(800-801) 

●45KS 25石 010
キングセイコー

秒針規正装置付．微調整装置付

ハイピート・ハードレックス付

SGP・WR-18,000円
(700-700) 

●45KS 25石 010
キングセイコー

秒針規正装置付．微調整装置付

ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-16,000円
(700-700) 

(i i:．) ご注文し 、た、‘く 際は、 ● 1―・lJの ，記サと番けと価格をご指＇俎 l‘ーさし、 0 21 



王＜乏5キングセイコー

●45KS 25石 050
キングセイコー

秒針規正装置付 ．微調整装置付

ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-16,000円
(701-702) 

●45KS 25石 031
キングセイコー

秒針規正装置付．微調整装置付

ノヽ イビート

SS・WR-15,000円
(800-801) 

．
 

．
 

．
 
．
 22 



●ベルマチック

• 

．
 

．
 
．
 

●408W 27石 020
ペルマチック

自動巻 ・ペル付

SGP・WR- 21,000円
(701-701) 

●40BW 27石 020
ベルマチック

自動巻 ・ペル付

SS・WR- 18,500円
(70 I -70 I) 

●4UBW 27石 032
ペルマチ ック

自動巻 ・ペル付 ．夜光付

SS・WR- 18,500円
(701 -706) 

●40BC 27石 010
ペルマチック

自動巻 ・ペル付

SGP・WR- 20,000円
(700-700) 

●40BC 27石 010
ペルマチック

自動巻 ・ペル付

SS・WR- 17,500円
(700-700) 

●40BC 27石 012
ペルマチ ック

自動巻 ・ペル付

SS・WR- 17,500円
(700-700) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 23 



●ベルマチック

●40BC 27石 022
ペルマチック

自動巻・ベル付

SS ・WR-17,500円
(700-70 I) 

●40BC 27石 024
ベルマチック

自動巻・ベル付

SS・WR-17,500円
(700-70 I) 

．
 

．
 

．
 
．
 24 



エレクトロニックウォッチ

戸• 

． 

．
 

／ 

●37ELW 064 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

ハードレ ックス付

ss 
（近日発売）

23,000円
(801-801) 

●37ELW 066 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

／ヽ ードレ ックス付

ss 
（近日 発売）

23,000円
(801-801) 

●37ELW 070 
エレクトロニックウオッチ

秒針規正装置付

ハードレックス付

ss 
（近日発売）

23,000円
(801-802) 

●37ELW 010 
エレクトロニックウオッチ

秒針規正装置付

ss 22,000円
(700-700) 

●37ELW 012 
エレクトロニックウオッチ

秒針規正装置付

SS-22,000円
(700-701) 

●37ELW 034 
エレクトロニックウオッチ

圃＇

秒針規正装置付

ss 22,000円
(700-703) 

（注 ） ご注文いた、・＜際は、 ● 印の記号と番り→と価 格をご指 定 1、さい。 25 



エレクトロニックウォッチ

●37ELW 040 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS-22,000円
(800-800) 

●37ELW 042 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS-22,000円
(800-800) 

●37ELW 054 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

ss 22,000円
(702-704) 

．
 
． 

●37ELC 010 
エレクトロニックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS- 20,000円
(700-700) 

●37ELC 012 
エレクトロニックウオッチ

秒針規正装置付

SS- 20,000円
(700-701) 

●37ELC 020 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

ss 20,000円
(701-702) 

．
 
・

26 



エレクトロニックウオッチ

• 

．
 

●37ELC 034 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS-20,000円
(700-703) 

●37ELC 040 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS- 20,000円
(800-800) 

●37ELC 042 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS- 20,000円
(800-800) 

圃＇

．
 

●37EL 010 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS-1B,000円
(700-700) 

●37EL 012 
エレクトロニックウオッチ

秒針規正装置付

SS- 18,000円
(700-701) 

●37EL 040 
エレクトロニ ックウオ ッチ

秒針規正装置付

SS-18,000円
(800-800) 

（注） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 27 



エレクトロニックウオッチ

●37EL 042 
エレクトロニ ックウオッチ

秒針規正装置付

ss 1B,000円
(800-800) 

．
 
． 

．
 
． 

28 



●クロノグラフ

．
 
． 

• 

．
 

●61 CHW 23石 010
クロノグラフ

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

タキメーター目盛付．夜光付

ハードレックス付

S S・WR-30,000円
(800-800) 

●61 CHW 23石 012
クロノグラフ

自動巻 ・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

タキメーター目盛付 ．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-30,000円
(800-800) 

●70CMW 23石 010
クロノグラフ

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(700-700) 

.|＇ 

●70CMW 23石 012
クロノグラフ

自動巻 ・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-25,000円

●70CMW 23石 020
クロノグラフ

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

100割目盛付

SS・WR-23,000円
(100-100) I (800-800) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と 価 格をご指定下さい。 29 
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一

． 

• 

．
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瓜 口—Fマテック
社会の 第 一 線で働 くピジネス エリ ートの時計です。 ＜薄型の高性能 ウンピース防水 ＞、 く日付 ．曜日 の修正装笠＞

＜曜日の和英切換装笠＞ つきです。 落着いた気品のある洗練されたデザインにご注目ください。

．
 
． 

• 

●52LMW 25石 030
ロートマチ ックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付．微調整装置

付．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート・ハード

レックス付

SGP • WR - 23,500円
(fi03-60 I) 

●52LMW 25石 150
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付． i舜間日・曜送り装潰付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート ・ハード

レックス付

SS・WR - 23,000円
(504-506) 

--ra 
胃

●52LMW 25石 154
ロ＿トマチ ックスペシャル

自動巻・ 秒針規正装置付． 微調整装置

付．舜間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR- 23,000円
(504-506) 

• I●52LMW 25石 160

-

ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装濯

付． i舜間日・曜送り装置付・カレンダ

和英切換装置付 ・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR-23,000円
(503-503) 

●52LMW 25石 164
ロードマチックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．微調整装置

付 ．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイビート ・ハー ド

レックス付

SS・ WR-=---23,000円
(503-503) 

●52LMW 25石 030
ロ＿ドマチ ックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付． 微調整装置

付．誤間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイビート ・ハード

レックス付

SS・WR- 21,000円
(603-601) 

（注）ご注文し、た、・<|;~は 、 ● l- 1] の，氾 リーと番サと価格をご指定 ・ドさし、 0 31 



L.M ロ—Fマチック

●52LMW 25石 032
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR-21,000円
(603-601) 

”沢—̀ ~...i:.... 
●52LMW 25石 090

ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．徽調整装置

付・瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付．ハイピート・ハ＿ド

レックス付

SS・WR-21,000円
(606-605) 

●52LMW 25石 110
ロートマチ ックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート

SS・WR-21,000円
(502-502) 

●52LMW 25石 112
ロートマチックスペシャル

自動巻・ 秒針規正装置付．微調整装置

付・瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート

SS・WR-21,000円
(502-502) 

●52LMW 23石 066
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付 ．微調整装置

付・瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイビート・サファ

イアガラス付．超硬質合金側

NSAG • WR-73,000円
(604-602) 

●52LMW 23石 061
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート・サファ

イヤガラス付．超硬質合金側

NSA・WR-48,000円
(604-602) 

．
 
． 

．
 
． 

32 



L.M ローFマチック

．
 
・ト

●52LMW 23石 140
ロートマチックスヘシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．微調整装置

付 ．詣間日 ・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付 ．ハィヒート・ハード

レックス付

SS・WR- 21,000円
(504-504) 

）
 

,l,
＇：
'L
 

●52LMW 23石 142
ロードマチ ックスヘシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．徹調整装置

付 ．語間日 ・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装讚付 ・ハィヒート ・ハード

レックス付

SS・WR- 21,000円
(504-504) 

●52LMW 23石 182
ロートマチックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．微調整装置

付 ．舜間日 ・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付 ．ハイピート ・ハード

レックス付

SS・WR- 21,000円
(504-505) 

．． 

．
 

• I●52LMW 23石 184
ロードマチックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．微調整装置

付 ．舜間日 ・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付 ・ハィヒート ・ハード

レックス付

SS・WR- 21,000円
(504-505) 

●52LMW 23石 040
ロードマチックスヘシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．徹調整装置

付 ．i舜間日 ・曜送り装置付 ・カレ ンダー

和英切換装置付 • ノヽイピート・ ／ヽード

レックス付

SS・WR- 19,000円
(602-602) 

●52LMW 23石 042
ロードマチックスヘシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ．微調整装置

付 ．瞬間 日・曜送り 装置付 ・カレンダ＿

和英切換装置付 ．ハィヒー ト・ ハー ド

レックス付

SS・WR- 19,000円
(602-602) 

（注 ） ご注文し 、たゞ く際は 、● I:|］の r記号と番号と価格をご指定 Fさい。 33 



瓜 口—Fマテック

●52LMW 23石 080
ロードマチ ックスペシャル

自動巻・ 秒針規正装置付．微調整装置

付 ・瞬間日・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付 ・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR- 19,000円
(606-604) 

●52LMW 23石 081
ロートマチ ックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付 ・微調整装置

付 ．瞬間日 ・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付 ・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR- 19,000円
(606-604) 

●52LMW 23石 171
ロードマチ ックスペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付．微調整装置

付．瞬間日 ・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート・ハード

レックス付

SS・WR- 19,000円
(608-608) 

●52LMW 23石 174
ロートマチ ックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付．微調整装置

付 ・瞬間日・曜送り装置付 ・カレンダー

和英切換装置付・ハイピート ・ハード

レックス付

SS・WR- 19,000円
(608-608) 

●52LMW 23石 050
ロートマチック スペシャル

自動巻 ・秒針規正装置付．微調整装置

付 ．瞬間日・曜送り装置付・カレンダー

和英切換装置付 ・ハイピー ト

SS・WR- 19,000円
(500-500) 

●52LMW 23石 070
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付 ・外部緩急微

調整装置付 ．瞬間 日・ 曜送り装置付 ．

カレ ンダー和英切換装置付 ．ハイ ピー

卜

SS・WR- 18,000円
(605-603) 

．
 
． 

．
 
．
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瓜 口—Fマチック

．
 
． 

． 

ロードマチックスペシャル ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急微 自動巻・秒針規正装置付・外部緩急微

調整装置付．瞬間日・曜送り装置付・ 調整装置付． i舜間日・曜送り装置付．

カレンダー和英切換装置付・ハイピー ． カレンダー和英切換装置付・ハイピー

SS·WR~ lB,000 円 SS·WR-18 , 000 円

~- (6os-6o3) I (600-600) 

． 

●52LMW 23石 074

●56LMW 25石 420
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SGP・WR-19,500円
(719-733) 

●52LMW 23石 010

●56LMW 25石 010
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR-18,500円
(701-701) 

●56LMW 25石 534
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

サファイアカットガラス付

超硬質合金側

NSA・WR-39,000円
(720-745) 

l 

一

●56LMW 25石 017
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR-18,500円
(701-701) 

（注 ； ご注文し、た、・<1祭は、 ● l'．IJの，記サと番リ・と価格を二指走ドさし、 0 35 



L.MローFマテック

●56LMW 25石 460
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 19,000円
(505-515) 

●56LMW 25石 464
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 19,000円
(505-515) 

●56LMW 25石 330
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 17,000円
(714-733) 

●56LMW 25石 334
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 17,000円
(714-734) 

●56LMW 25石 420
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 17,000円
(719-733) 

●56LMW 25石 421
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-17,000円
(719--733) 

．
 
． 

・▼

．
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・

・l 

• 

．
 

●56LMW 25石 428
ロードマチ ック

自動巻・ 秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレ ックス付

SS・WR- 17,000円
(719-734) 

●56LMW 25石 480
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-17,000円
(719-723) 

●56LMW 25石 520
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-17,000円
(60 I -603) 

●56LMW 25石 544
ロードマチック

自動巻 ．．秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレ ックス付

SS・WR-17,000円
(601-605) 

●56LMW 25石 430
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-17,000円
(504-513) 

●56LMW 25石 432
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-17,000円
(504-517) 

（注 ） ごii：又 I, たヽ 、・＜ 際は、 ● 印 の ，；じり・ と番サと価格をご指 走ドさ I,‘ o 37 



瓜 ローFマチック

●56LMW 25石 436
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 17,000円
(504-517) 

●56LMW 25石 150
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 17,000円
(501-504) 

●56LMW 25石 214
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダ一和英切換装置付．夜光付

SS・WR 17,000円
(501 -506) 

．
 
• 

（
 

.-．

u.I.＿-`

 
口

●56LMW 25石 218
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

SS・WR- 17,000円
(501-506) 

●56LMW 25石 010
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 16,000円
(701-701) 

●56LMW 25石 014
ロードマチ ック

自動巻・ 秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 16,000円
(701-701) 

．
 
．
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LN＼ローFマチック

●
 

． 
●56LMW 25石 040

ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-16,000円
(700-709) 

●56LMW 25石 270
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-16,000円
(713-731) 

●56LMW 25石 272
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-16,000円
(713-731) 

., 

．
 
．
 

●56LMW 23石 397
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SGP・WR-17,500円

●56LMW 23石 050
ロートマチ ック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SGP・WR-17,500円
(7|6-739) | （707-707) 

●56LMW 23石 250
ロードマチ ック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR-17,500円
(713-727) 

（注 ） ご注文いたゞく際 は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 39 



瓜 ローFマチック

●56LMW 23石 010
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR- 16,500円
(700-700) 

●56LMW 23石 018
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR- 16,500円
(700-700) 

●56LMW 23石 050
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(707-707) 

．
 
． 

●56LMW 23石 056
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(707-707) 

●56LMW 23石 320
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダ＿和英切換装置付 ．夜光付

ハードレック ス付

SS・WR- 15,000円
(714-732) 

●56LMW 23石 322
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ・夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(714-732) 

．
 
．
 

40 



瓜 ローFマチック

．
 

｀ ●56LMW ・23石 360
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-15,000円
(715-736) 

●56LMW 23石 361
ロートマチ ック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレ ックス付

SS・WR- 15,000円
(715-736) 

●56LMW 23石 364
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレ ック ス付

SS・WR- 15,000円
(715-737) 

． 

・▼

●56LMW 23石 370
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(715-738) 

●56LMW 23石 391
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-15,000円
(716-739) 

鴫●ヽ●鴫．．．．．
＂ ●畔鴫`囀鴫鴫疇`疇
. ・・・・・・・・・ 

●56LMW 23石 340
ロートマチ ック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダ＿和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(600-600) 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印 の 記号と番号と価格をご指定下さい。 41 



瓜 口—Fマチック

●56LMW 23石 344
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(600-602) 

●56LMW 23石 512
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレック ス付

SS・WR- 15,000円
(600-601) 

●56LMW 23石 554
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレック ス付

SS・WR- 15,000円
(719-747) 

．
 
• 

●56LMW 23石 556
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(719-747) 

●56LMW 23石 122
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 15,000円
(500-503) 

●56LMW 23石 244
ロートマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-15,000円
(500-508) 

• 

． 
42 



L.M ローFマテック

•• 

・ト

• 

． 

． 

●56LMW 23石 440
ロートマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 15,000円
(504-516) 

●56LMW 23石 441
ロ＿ ドマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 15,000円
(504-516) 

●56LMW 23石 452
ロー トマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

SS・WR- 15,000円
(504-514) 

●56LMW 23石 454
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装蹟付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

SS・WR- 15,000円
(504-514) 

●56LMW 23石 010
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 14,000円
(700-700) 

●56LMW 23石 250
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 14,000円
(713-727) 

（注 ） ご注文いた、・＜際は、 ● 印 の記号と番号と 価 格をご指 定下さい。 43 
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●56LMW 23石 410
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 14,000円
(718-727) 

●56LM C 25石 020
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

SGP・WR- 17,500円
(702-700) 

●56LMC 25石 080
ロー ドマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

ハー ドレックス付

SS・WR- 16,000円
(705-703) 

．
 
• 

●56LMC 25石 010
ロー ドマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR- 16,000円
(500-500) 

●56LMC 25石 012
ロー ドマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR- 16,000円
(500-500) 

●56LMC 25石 020
ロー トマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR- 15,000円
(702-700) 

• 

．
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．
 
•>

●56LMC 25石 064
ロートマチ ック

自動巻・秒針規正装置付

SS・WR-15,000円
(703-701) 

●56LMA 23石 010
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR- 13,000円
(900-900) 

●56LMA 23石 020
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR- 13,000円
(900-901) 

． 

• 

． ●56LM A 23石 044
ロードマチ ック

自動巻 ・秒針規正装置付

SS・WR-13,000円
(700-701) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印 の 記 号 と 番 号 と 価 格 を ご 指 定下さい。 45 
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• 

.~ 

• 

． 

●61SPH 21石012
ファイプスポーツ ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付 ・カ

レンダー和英切換装置付・タキメータ

一目盛付 ．夜光付・ハードレックス付

SS・WR- 20,000円
(001-001) 

●61SPH 21石022
ファイプスホーツ・スピードタイマー

自動巻 ・ストップウォッチ装置付・ カ

レンダー和英切換装置付．夜光付．

／ヽードレックス付

SS・WR- 20,000円
(002-003) 

●61SPH 21石023
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付 ・カ

レンダー和英切換装置付．夜光付 ．

ハードレックス付

SS・WR- 20,000円
(002-003) 

●61 SPM 21石032
ファイプスポーツ・ スピードタイマー

自動巻 ・ス トップウオッチ装置付 ・カ

レンダー和英切換装置付 ・タキメータ

一目盛付． 夜光付 ．回転 リング付

ハードレックス付

SS・WR- 18,000円
(603-605) 

●61 SPM 21石071
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻 ・スト ップウオッ チ装置付・ カ

レンダー和英切換装置付． 夜光付 ．回

転 リング付 ．ハード レックス付

S S ・ WR-18,000円
(702-704) 

●61 SPM 21石072
ファイプスポーツ・スピー ドタイマー

自動巻 ・スト ップウオッ チ装置付 ・カ

レンダー和英切換装置付 ．夜光付． 回

転リング付． ハー ドレックス付

S S ・ W R -18,000円
(702-704) 

璽•

（注 ） ご注文いた ゞ く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 47 
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●61 SPM 21石082
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻 ・スト ップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付 ．回転リング付

ハードレックス付

SS・WR- 18,000円
(702-705) 

●61 SPM 21石062
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻 ・ストップウオ ッチ装置付

カレンダー和英切換装置付． 夜光付

／ヽードレックス付

SS・WR- 16,000円
(800-800) 

●61 SPM 21石102
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 16,000円
(800-802) 

．
 
． 

●61 SPM 21石092
ファイプスポーツ ・スピードタイマー

自動巻 ・スト ップウオッチ装匿付

カレ ンダー和英切換装置付

タキメーター目盛付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 16,000円
(701-706) 

●70SP 21石052
ファイプスポーツ ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付．回転リング付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(603-603) 

●70SP 21石062
ファイブスボーツ・スピードタイマー

自動巻 ・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付．回転リング付

ハードレックス付

SS・WR- 15,000円
(604-604) 

• 

． 
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@SPORTS ファイコズホ°—ヅ

• 

● 

•' 

． 

●70SP 21石064
ファイプスホーツ・スピードタイマ＿

自動巻 ・スト ップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付
夜光付．回転 リング付

ハー ドレック ス付

SS・WR-15,000円
(604-604) 

●70SP 21石072
ファイプスホーツ・スピードタイマー

自動巻 ・スト ップウオ ッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付．回転リング付

ハードレ ックス付

S S ・ W R-15,000円
(604-605) 

●70SP 21石082
ファイプスポーツ・スピ＿ドタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付・タキメー

ター目盛付・ラリーメ＿ター付

夜光付・ハードレックス付

SS・WR-15,000円
(605-606) 

●70SP 21石092
ファイプスポーツ・スピー ドタイマー

自動巻・スト ップウオ ッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

パルスメーター目盛付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-13,500円
(800-80 I) 

●70SP 21石095
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・スト ップウオ ッチ装置付

カレンダー和英切換装置付

パルスメーター目盛付．夜光付

ハードレ ックス付

SS・WR-13,500円
(800-801) 

●70-5A 21石342
ファイプスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付・回転リング付

ハードレックス付

SS・WR-12,500円
(604-608) 

一

（注 ） こ注文いたゞく際は、 ● 印 の 記 号 と 番 号 と 価 格 を ご 指 定 下さい。 49 



@SPORTSファイコスホ°一ヅ

●70-5A 21石351
ファイプスホーツ

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付．回転リング付

ハードレックス付

SS・WR- 12,500円
(604-607) 

●70-SA 21石352
ファイプスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付．回転リング付

ハードレックス付

SS・WR- 12,500円
(604-607) 

●70-5A 21石232
ファイプスポーツ

自動巻 ・カ レンダー和英切換装置付

夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 11.000円
(705-707) 

．
 
・

●70-5A 21石235
ファイプスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 11,000円
(705-707) 

• 

． 
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ヒACTUS)ファイプアクタス

•
一

., 
●61-5A 25石 170

ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR -14,000円
(744-746) 

●61-5A 25石 330
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-14,000円
(746-749) 

●61-5A 25石 332
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-14,000円
(746-757) 

• 

，
 
． ●61-5A 25石 410

ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR -14,000円
(749-759) 

●61-5A 25石 422
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

S S ・ WR-14,000円
(749-760) 

●61-SA 25石 470
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-14,000円
(751 -766) 

（注）ご注文いたゞく際は 、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 51 



ヒACTUS＼ ファイプアクタス

• 
●61-5A 25石 475

ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 14,000円
(751-766) 

●61-5A 25石 481
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付 ・ハードレックス付

SS・WR- 14,000円
(751-763) 

●61-5A 25石 510
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 14,000円
(749-749) 

●61-5A 25石 050
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付

SS・WR- 13,000円
(847-852) 

●61-5A 25石 450
ファ イプアクタ ス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付

SS・WR- 13,000円
(861-878) 

●61-5A 25石 464
ファ イプアク タス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-13,000円
(861 -880) 

．
 

• 

． 
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曰 ACTUS＼ ファイプアクタス

●
 

●61-SA 25石 350
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR-13,000円
(846-870) 

●61-5A 23石 370
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SGP・WR-14,500円
(748-752) 

●61-5A 23石 090
ファイブアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SGP・WR-13,000円
(842-844) 

• 

• 

• ●61-5A 23石 060
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR - 12,000円
(742-742) 

●61-5A 23石 120
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-12,000円
(844-847) 

●61-5A 23石 370
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレ ックス付

SS・WR-12,000円
(748-752) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印 の 記 号 と 番 号 と 価 格 を ご 指 定下さい。 53 



曰 ACTUS) ファイプアクタス

●61-5A 23石 372
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 12,000円
(748-755) 

●61-5A 23石 490
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付 ・ハードレ ックス付

SS・WR- 12,000円
(752-764) 

●61-5A 23石 494
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

夜光付 ．ハードレックス付

SS・WR- 12,000円
(752-764) 

．
 
． 

●61-5A 23石 500
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ノヽードレックス付

SS・WR-12,000円
(752-765) 

●61-5A 23石 541
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

Iヽードレックス付

SS・WR-12,000円
(752-769) 

●61-5A 23石 525
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 12,000円
(747-768) 

電

・ト9/
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旦 ACTUS＼ ファイプアクタス

．
 
● I ~r-~· I ~ 、二只 ・’ 

●61-5A 23石 532
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 12,000円
(747-767) 

●61-5A 23石 310
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 12,000円
(544-543) 

●61-SA 23石 312
ファイプアクタス

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 12,000円
(544-543) 

• 

． 
●61-5A 23石 314
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 12,000円
(544-543) 

●61-5A 23石 556
ファイプアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 12,000円

（近日発売） (544-552) 

●61-5A 23石 390
ファイブアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 11,000円
(700-754) 

（ 注 ） —'注文いた ゞく 際は、 ● rr] の 記号と番号と価格をご指定下さい。 55 



曰 ACTUS) ファイブアクタス

●61-5A 23石 395
ファイブアクタス

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

SS・WR- 11,000円
(700-756) 

●70-5A 21石 100
ファイプアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SGP・WR- 12,500円
(704-700) 

●70-5A 21石 030
ファイブアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

SGP・WR- 11,000円
(80 I -802) 

．
 
• 

●70-5A 21石 100
ファイプアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 10,000円
(704-700) 

●70-5A 21石 250
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付 ・ハー ドレックス付

SS・WR- 10,000円
(707-711) 

●70-5A 21石 252
ファイプアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

夜光付 ．ハードレックス付

SS・WR- 10,000円
(707-711) 

・▼

ヽ
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曰 ACTUS＼ ファイブアクタス

．
 

｀ 
一

●70-5A 21石 260
ファイプアクタス

自動巻・カレンダ＿和英切換装置付

ハードレ ックス付

SS・WR- 10,000円
(706-708) 

●70-SA 21石 261
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 10,000円
(706-708) 

●70-5A 21石 375
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・ WR 10,000円
(706-715) 

圃l

・-

• ●70-5A 21石 335
ファイプアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 10,000円
(707-712) 

●70-5A 21石 386
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR- 10,000円
(707-716) 

●70-5A 21石 362
ファイプアクタス

自動巻 ・カレンダー和英切換装置付

夜光付 ・ハードレックス付

SS・WR- 10,、000円
(704-714) 

注 ） ご注文いた、・＜際は、 ● 1'.|lの記号と番号と 価 格をご指 定 Fさい。 57 



亘 ACTUS) ファイプアクタス

●70-5A 21石 120
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付

SS・WR-9,000円
(801-803) 

●70-5A 21石 122
ファイプアクタス

自動巻・カレンダー和英切換装置付

夜光付

SS・WR-9,000円
(801-803) 

●70-5A 21石 280
ファイプアクタス

自動巻 ・カ レンダー和英切換装置付

SS・WR-9,000円
(708-710) 

．
 
• 

．
 
• 
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●その他の腕時計

．
 
． ~ 

• 

• 

●LM36 23石 040
ロードマーペル

ハイピート

SSP・WR-14,000円
(800-802) 

●LM36 23石 062
ロードマーペル

ハイピート

SGP・WR-14,000円
(800-803) 

●LM36 23石 040
ロードマーペル

ハイピート

SS・WR-12,500円
(800-802) 

●LM36 23石 061
ロードマーペル

ハイピート

SS・WR-12,500円
(800-803) 

●61SLC 21石 010
スカイライナーカレンダー

SGP・ WR-9,500円
(800-800) 

●61SLC 21石 010
スカイライナーカレンダー

SS・WR-8,500円
(800-800) 

O冒

（注）ご注文いた、＊く 際は 、●印の記号と番号と価格をご指定下さい。 59 



●その他の腕時計

●61SLN 21石 010 ●61SLN21石 010
スカイライナー スカイライナー

SGP・WR-8,500円 SS・WR-7,500円
(800-800). I (800-800) 

●70AC 17石 041
70オートマチック

自動巻・ハードレ ックス付

SS・WR-7,800円
(703-702) 

．
 
．． 

●70AC 17石 060
70オートマチック

自動巻・ハードレックス付

SS・WR-7,800円
(703-705) 

●70AC 17石 010
70オートマチック

自動巻

SS・WR-7,000円
(800-800) 

●70AC 17石 031
70オートマチ ック

自動巻

SS・WR 7,000円
(700-700) 

・マ

• 
60 



●その他の腕時計

．
 

｀ 

．
 
~ 

●70AC 17石 032
70オートマチック

自動巻

SS・WR-7,000円
(700-700) 

-

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 61 
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ふ 加CH ドレスウオッチ

ロ● 

・ト

●2559 24石 160
ドレスウオッチ

AGF 17,000円
(018-032) 

.、・,

• .t •P••'””””'..' ”’'””‘7,'9 
ぶ：：：：：::::::;:;;;;:;::;;::::;:::;
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●2220 24石 330
ドレスウオッチ

ss 

．
 ‘、P

二

●2220 24石344
ドレスウオッチ

16,000円 Iss 
(317-055) 

16,000円
(317-056) 

_J 

． 
●2220 24石 150

ドレスウオッチ

ss 14,000円
(018-031) 

●2220 24石 160
ドレスウオッチ

ss 14,000円
(018-032) 

●2220 24石 190
ドレスウオッチ

ss 14,000円
(303-013) 

（江）ご注文し、た、・<l,＇祭は、 ● 1-|Jの記号と 番 りと IIIii格 をご指定ド さし、 0 63 



母 - ドレスウオッチ

●2220 24石 194
ドレスウオ ッチ

ss 14,000円
(303__,_013) 

●2201 17石 010
ドレスウオ ッチ

自動巻

ss 12,000円
(500-500) 

●2201 17石 020
ドレスウオ ッチ

自動巻

ss 12,000円
(500-501) 

●
 

• 

●2201 17石 022
ドレスウオ ッチ

自動巻

ss-12.000円
(500-501) 

●2201 17石 042
ドレスウオッチ

自動巻

ss- 12,000円
(601 -600) 

●2201 17石 064
ドレスウオ ッチ

自動巻

SS- 12,000円
(800-801) 

，
 
• 

64 



●ポケットウォッチ

．
 
・ト

・●61SLC 21石 020
ポケットウオ ッチ

PDP-12,000円
(001-001) 

●61SLC 21石 030
ポケットウオッチ

PDP-12,000円
(001-002) 
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• 

•• 

． 
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●特殊腕時計

．
 
•し

． 

●6117 17石 030
ワールドタイム

自動巻・秒針規正装置付． 24時針付

夜光付

SS・WR-13,500円
(640-642) 

●6117 17石 032
ワールドタイム

自動巻・秒針規正装置付・ 24時針付｀

夜光付

SS・WR-13,500円
(640-640) 

●6117 17石 042
ナビゲータータイマー

自動巻・秒針規正装置付． 24時針付

夜光付

SS・WR-13,500円
(641-641) 

●6618 17石 010
盲人用腕時計

SS-6,000円
(800-800) 

67 



．
 
• 

．
 
． 
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●ペアウォッチ

．
 
•» 

• 

• 

●2220 24石 314
ペアウオッチ

ノヽ イピート ノヽ イビート

SS- 14,000円 SS- 14,000円
(027-053) 

●2220 24石 R-112
ペアウオッチ

(026-051) 

●2220 24石 320
ペアウオッチ

／ヽ イビート ／ヽ イピート

SS- 14,000円 SS- 14,000円
(027-054) 

●2220 24石 R-111
ペアウオッチ

(027-054) 

圃'

（注 ） ご注 文 いたゞ＜ l祭は、 ● l]JC1)，記号 と番サ と価格を ご指定ド さ い。 69 
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●高級品

●
 

• 
●170S 20石 R-103

17クィーンセイコー

ダイヤモンド入

サフ ァイヤガラス付

14K • WG―340,000円
(005-007) 

●170S 20石 A-601
17クイーンセイコー

ハードレ ックス付

14K • WG―270,000円
(703-039) 

●11 SL 23石 S-411
ソーラースペシャル

ハードレ ックス付

lBK- 240,000円
(313-037) 

●170S 20石 S-409
17クィーンセイコー

lBK- 230,000円
(310-035) 

．
 

●11 SL 23石 A-616
ソーラースペシャル

ハードレックス付

14K • WG―220,000円
lBK- 230,000円

(712-038) 

●170S 20石 S-401
17クィーンセイコー

ハードレ ックス付

14K • WG―200,000円
(700-006) 

●170S 20石 S-406
17クイーンセイコ＿

lBK- 200,000円
(307-035) 

●170S 20石 S-403
17クイーンセイコー

サフ ァイヤガラス付

14K • WG―190,000円
lBK- 200,000円

(306-030) 

（注 ） ご注文いた ゞ く際は、 ● 印の記号と番号と 価 格をご指定下さい。 73 



●高級品

●170S 20石 S-405
17クイーンセイコー

14K • WG- 190.000円
(307-035) 

• 

●
 

．
 
• 
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●高級品

● 

• 

• 

． 

●11 S 21石 R-120 ●11 S 21石 R-115 ●170S 20石 R-104 ●170S 20石 R-123
ソーラー ソーラー 17クィーンセイコー 17クイーンセイコー

18K 95,000円 14K • WG- 85,000円 ダイヤモンド入 14KWG • WR-48.000円
(035-106) (035-106) サファイヤガラス付 (041-042) 

14K・WG- 60,000円
(004-.002) 

●110S 23石 S-404 ●2220 24石 R-104 ●170S 20石 R-101 ●11 SL 23石 R-111
11クィーンセイコー 22クイーンセイコー 17クイーンセイコー ソーラースペシャル

ハイピート ハイピート サファイヤガラス付 サフ ァ イヤガラス付•石入

ハードレックス付 サファイ ヤガラス付 14K • WG- 32,000円 14K・WG- 32,000円
14K・WB- 35,000円 14K・WG- 35,000円 18K 34,000円 (011 -007) 

(303-009) (019-025) (002-004) 

II 

（注 ）ご注 文いたゞく際は、 ●印の，記サと番 り→と 価格 をご指定ド さい。 75 



●高級品

●11 S 21石 R-136 ●170S 20石 S-400 ●11 SL 23石 S-410 ●11 SL 23石 R-101
ソーラ＿ 17クイーンセイコー ソーラースペシャル ソーラースペシャル

サフ ァイヤガラス付 ハードレックス付 14K • WG - 30,000円 サファイヤガラス付

14K・WG-32,000円 14K・WG-30,000円 (312-035) 14K • WG― 27,000円
(051 -134) 18K 32,000円 (002-007) 

(300-001) 

1石 A-607

ソク ス付・石入

- 27,000円

．
 
． 

• 

●FS 23石 S-437
ファインセイコー

ハードレックス付・石入

・14K・WG- 27,000円
(350-049) 

●11 SL 23石 S-405
ソーラースペシャル

サフ ァイヤガラス付

14K • WGー 25,000円
lBK- 27,000円

(304-007) 

●11 S 21石 S-411
ソーラー

ハードレックス付・石入

14K • WG―24,000円
(332-088) 

• 
76 



●高級品

． 

． 

•
『

• 

●FS 23石 S-412
ファインセイコー

石入

14K・ WG- 24.000円
(327-025) 

●FS 23石 S-414
ファインセイコー

石入

14K・ WG- 24,000円
(329-026) 

●11 S 21石 S-413 ●11 S 21石 A-624
ソーラー 1 ‘ノーラー

●FS 23石 S-435
ファインセイコー

●11 S 21石 R-113
ソーラー

正竺

一
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円
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23
国
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k
 

4
 

一

14K・WG- 20.000円 14K・WG- 19.000円
18K 22,000円 (728-089)

(730-091) 

（注 ） ご注文 I,ヽたゞ< l祭は 、 ● I~「l (7) ，記号と 番 サと 価格 をご指‘俎ド さ I,‘ o 77 



． 

． 

• 

• 
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●高精度品

． 

． 
●19GS 23石 R-100 ●194423石 R-100

グランドセイコー ハイピート 36000

ハイピート SS・ WR- 17,000円
PMP・WR- 40,000円 (001-001)

(001-001) 

●1944 23石 S-401 ●194423石 S-400
／ヽ イビート 36000 I /ヽ イビート 36000

ハードレックス付 SS- 15,000円
SS- 16,000円 (300-002)

(30 I -004) 

• 

． 
（注 ） ご注文し、 t..:、゜く際は、 ● I"［］の出けと番サと価格をご指定 Fさし、 0 79 
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• 

• 
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尋匂 セイコープレスレッt--

． 
I

-`
ー，

 

ヽ
―
/

＼
 

． 

．
 
． 

●11 SL 23石S-409
セイ コーフレスレット

SILV - 32,000円
(311-035) 

●11 SL 23石R-119
セイコーフレスレット

SILV- 30,000円
(017-034) 

●170S 20石R-100
セイ コーフレスレット

サファイヤガラス付

WGP- 25,000円
(001-003) 

●170S20石 S-408
セイコープレスレット

ハードレックス付 ・石入

WGP- 25,000円
(309-006) 

●170S 20石R-102
セイ コーフレスレット

ハードレックス付 ・石入

WGP- 24,000円
(003-005) 

●170S 20石R-111
セイ コーフレスレット

ハードレックス付

WGP- 23,000円
(030-036) 

●110S 23石 S-402
セイコーフ レス レット

ハードレック ス付 ・ハイピ

ート

WGP-22,000円
(302-008) 

●11 SL 23石S-401
セイコープレスレット

石入

WGP- 22,000円
(301-002) 

• 

（注） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 81 



苓杓セイコープレスレッt--

． 

． 
●170S 20石 R-107

セイコーフレスレ ット

サファイヤガラス付

WGP-21,000円
(026-003) 

●11 S 21石 S-403
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレックス付•石入

WGP-20,000円
(334-097) 

●110S23石 A-600
セイコーフレスレット

ハードレックス付．ハイビ

ート

WGP-20,000円
(700-006) 

●110S 23石 A-603
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレ ック ス付・ハイビ

ート

ASGP-20,000円
(700-006) 

●110S23石 A-604
セイコーフレスレット

ハードレックス付・ハイビ

ート

WGP-20,000円
(700-010) 

翠
●11 SL 23石 R-112

セイコーフレスレット

ハードレックス付

WGP- 20,000円
(012-003) 

•r 

●11 SL 23石 R-113
セイコーフレスレット

ハードレックス付

ASGP - 20,000円
(012-003) 

●11 SL 23石 A-608
セイコーフレスレット

ハードレックス付・石入

WGP- 20,000円
(706-027) 

• 
82 



翠号 セイコープレスレッt-

● 

． 

．
 
． 

●11 S 21石S-419
セイコープレスレット

ハードレックス付•石入

WGP-19,000円
(344-129) 

●11 S 21石A-605
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレックス付・石入

WGP-19,000円
(736-098) 

●11 S 21石 R-114
セイコープレスレット

石入

WGP-18,000円
(032-095) 

●11 S 21石S-412
セイコープレスレット

石入

WGP-18,000円
(333-096) 

• 

●11 SL 23石R-117
セイコーフレスレット

サファイヤガラス付

WGP-18,000円
(016-039) 

●11 SL 23石R-122
セイコーフレスレット

サファイヤガラス付

WGP-18,000円
(016-039) 

●FS 23石 S-434
セイコーフレスレット

ハードレックス付・石入

WGP-18,000円
(344-045) 

●11 SL 23石 R-100
セイコープレスレット

ハードレックス付

WGP-17,000円
(00 I -003) 

（注 ） ご注文いた、゜く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下 さ い 。 83 



醗 セイコープレスレッt--

．
 
． 

●11 SL 23石A-600
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレ ックス付

WGP-17,000円
(700-004) 

●11 SL 23石 A-601
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレ ックス付

W G P -17,000円
(701-005) 

●11 SL 23石 A-602
セイコーブレスレ ッ ト

ハードレックス付

WGP ~ 17,000円
(700-006) 

●11 SL 23石A-610
セイ コーフレスレ ッ ト

ハードレックス付

WGP-17,000円
S6P 17,000円

(709-030) 

、一 ， ， 

-・ ~r— 

•` 

●11 SL 23石A-613
セイコーフレスレット

ハードレックス付

SGP-17,000円
(701-005) 

●11 SL 23石A-615
セイコ＿プレスレット

ハードレックス付

SGP-17,000円
(700-004) 

●11 SL 23石 A-617
セイコーフレスレット

ハードレックス付

WGP-17,000円
(701-005) 

●11 S 21石 R-100
セイコープレスレット

ハードレックス付

WBP-16,000円
(033-102) 

• 
84 



竺全 セイコープレスレッt--

．
 
． 

．
 
． 

●11 S 21石 R-135 ●11 S 21石 S-404 ●11 S 21石 A-604 ●11 S 21石 A-638
セイコープレスレ ッ ト セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット

ハードレ ックス付 ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付

SGP 16,000円 WGP 16,000円 WGP 16,000円 WGP 16,000円
(033-I 02) (335-099) (737-098) (737-131) 

●11 S 21石 A-644 ●FS 23石 S-432 ●FS 23石 S-444 ●11 S 21石 R-101
セイコー プレスレ ッ ト セイコープレスレ ッ ト セイコープレスレ ッ ト セイコープレスレ ッ ト

ノヽ ードレ ックス付 Iヽードレ ックス付 ハードレ ックス付 ハードレ ックス付

WGP 16,000円 WGP 16,000円 WGP 16,000円 WGP 15,000円

(737-098) SGP 16,000円 (356-053) SGP 15,000円

(342-046) (034-102) 

（注 ） ご注文いた、’く際は、 ● 印の記号と 番 号と価格 をご指定下さい。 85 



唸 セイコープレスレッt--

9.
 
． 

●11 S 21石 R-140
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレックス付

WGP-15,000円
(034-102) 

●11 S 21石 A-628
セイコープレスレ ッ ト

W G P -15,000円
(706-093) 

●11 S 21石 A-632
セイコープレスレット

ASGP-15,000円
(706-093) 

●11 S 21石 A-636
セイコーフ レスレット

ハードレックス付

WGP~ 15,000円
(749-128) 

•-

●FS 23石 S-422
セイコープレスレ ッ ト

WGP-15,000円
(333-037) 

●FS 23石 S-423
セイコーフレスレット

WGP-15,000円
(334-038) 

●FS 23石 S-425
セイコーフレスレ ット

SGP-15,000円
(333-037) 

●FS 23石 S-442
セイコープレスレット

ハードレ ックス付

WGP-15,000円
(353-052) 

• 
86 



醗 セイコープレスレット

.-

• 

．
 

●11 S 17石S-402
セイコーフレスレ ット

ハードレックス付

WGP-14,000円
(336-101) 

●11 S 17石S-407
セイコーフレスレット

WGP-14,000円
(318-080) 

●11 S 17石S-416
セイコープレスレット

ASGP- 14,000円
(318-080) 

●11 S 17石S-420
セイコープレスレット

ハードレックス付

SGP- 14,000円
(336-10 I) 

• l ●11 S 17石 S-422 ●11 S 17石 A-606 ●FS 17石 S-430 ●SLS 17石 A-61B 
セイコープレスレ ッ ト セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット

ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付

WGP 14,000円 WGP 14,000円 WGP 14,000円 WGP 14,000円

(336-10 I) (738-100) (340-044) (749-102) 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 87 



醗 セイコープレスレッt-

●11 S 17石 R-138
セイコーフレスレ ッ ト

ハードレックス付

WGP-13,500円
（近日発売） （056-150) 

●11 S 21石 A~627
セイコープレ スレッ ト

WGP-13,000円
(703-092) 

●11 S 21石 A-633
セイコーフレスレ ッ ト

WGP-13,000円
(703-092) 

●11 S 17石 R-107
セイコ＿プレスレ ッ ト

ハードレ ックス付

WGP-13,000円
(007-079) 

●SLS 17石 S-406
セイコーフレスレ ッ ト

WGP-13,000円
(314-108) 

●SLS 17石 A-619
セイ コーフレスレ ッ ト

WG P -13,000円
・ (750-107)

●11 S 17石 A-616
セイコーフレスレ ッ ト

WGP-12,500円
(702-078) 

●11 S 17石 A-631
セイコーフレスレ ッ ト

ASGP --12,500円
(702-109) 

./ 

．`  

．
 
• 

88 



翠 セイコープレスレッt-

• 

． 

．
 

．
 

●11 S 17石 R-106
セイコープレスレ ッ ト

WGP-12,000円
(031-077) 
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マ＿．

●11 S 17石 R-134
セイコープレスレ ッ ト

WGP-12,000円
SGP-12,000円

(031-130) 

●11S17石 R-139
セイコープレスレット

WGP-12,000円
（近日発売 ） （045-151) 

●11 S 17石 S-421
セイコープレスレット

WGP-12,000円
（近日発売） （338-152) 

●SLS 17石 S-404
セイコープレスレット

PDP-11,000円
(312-100) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 89 



と、ヽ

．
 
． 

• 

• 
90 



〇 セイコーホワイトくアーモンド＞

おしゃれの表現はセイコーホワイトで…………

豪華な白。 シ ックな白。 かわいい白。セイコーホワイトは積類が豊富です。

．
 
． 

●110S23石 A-601 ●11 SL 23石 A-606 ●11 S 21石 A-635 ●11 S 21石 A-621
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付・ハイピート ハードレックス付・石入 ハードレックス付・石入 ハードレックス付・石入

WGP 19,000円 WGP 17,000円 WGF 16,000円 WGP 14,000円
(701-007) (707-028) (748-127) (725-064) 

． 

． 
●11 S 21石 A-623 ●11 SL 23石 A-611 ●11 S 21石 A-619 ●11 S 21石 A-622

セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付・石入 ハードレックス付 石入 ハードレックス付•石入

WGP 14,000円 WGP 14,000円 WGP 13,500円 WGP 13,500円
(727-088) (710-014) (723-064) (726-064) 

置

（注）ご注文いたゞ く際は、 ●印の記号と番号と価格をご指定下さい。 91 



◎ セイコーホワイトくアーモンド〉

●11 S 17石 A-601 ●11 S 17石 A-608 ●11 SL 23石 A-603 ●11 SL 23石 A-607
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付・石入 ハードレックス付・石入 WGP 13,000円 WGP 13,000円
WGP 13,000円 WGP 13,000円 (704-017) (705-026) 

(711-061) (741-061) 

．
 
． 

• 

●11 S 17石 A-614 ●11 S 17石 A-615 ●11 S 17石 A-613
． 

●11 S 17石 A-600
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付・石入 ハードレックス付・石入 石入 石入

WSP 12,500円 WGP 12,500円 WGP 12,000円 WGP 11,500円
(719-074) (720-074) (710-060) (718-072) 

92 



◎ セイコーホワイトくアーモンド〉

．
 
． 

．
 
． 

(722-064) (717-069) 

●11 S 21石 A-618 ●11S 17石 A-612 ●11S 17石 A-630 ●11S 17石 A-610
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

如ドレ ックス付 ハードレックス付 WGP 9,000円 WGP 8,000円
11,000円 WGP-10,000円 (743-067) （7|5-067) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と 番 号と 価格 をご指 定 下 さい。 93 
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〇 セイコーホワイトくラウンド＞

• 

． 

．
 
． 

●170S 20石 R-114
セイコーホワイト

SS・WR-―21,000円
(038-042) 

●170S20石 R-105
セイコーホワイト

ハードレックス付

WGP-19,000円
(019-003) 

●1708 20石 R-106
セイコーホワイト

サファイヤガラス付

SS-19,000円
(021-003) 

●110S 23石 R-100
セイコーホワイト

サファイヤガラス付

ハイピート

SS-18,000円
(001-001) 

●1108 23石 R-101
セイコーホワイト

サファイヤガラス付

ハイピート

SS-18,000円
(001 -005) 

●11 SL 23石 R-106
セイコーホワイト

ハードレックス付・石入

WGP-17,000円
(005-007) 

●11 SL 23石 R-114
セイコーホワイト

ハードレックス付

PMP-17,000円
(013-003) 

●11 SL 23石 R-107
セイコーホワイト

サファイヤガラス付

AWGF - 15,000円

AGF-15,000円
(006-015) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 95 



◎ セイコーホワイトくラウンド〉

．
 
． 

●11 SL 23石 R-120 ●11S 21石 R-121 ●11S 21石 R-116 ●11SL23石 R-108
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコ＿ホワイト セイコ＿ホワイト

スピネルガラス付 ハードレックス付・石入 ハードレ ックス付・石入 ハードレ ックス付

WGP-15,000円 WGP-15,000円 WGP-14,500円 WGP-13,500円
(018-007) （043-107) （036-|07) （007-007) 

． 

●255 9 24石 R-101 ●2559 24石 R-103 ●11 S 17石 R-127 ●11 S 17石 R-105
． 

セイコーホワイト セイコーホワイト セイコ-ホワイト セイコーホワイト

ハイピート Iヽイピート ハードレ ッ クス付•石入 ハードレ ックス付・石入

ss 13,500円 ss 13,500円 WGP 13,000円 WGP 12,500円
(002-008) (002-034) (044-110) (024-075) 

96 



◎ セイコーホワイトくラウンド〉

．
 
． 

●11 S 21石 R-111 ●11 S 21石 R-110 ●11 S 17石 R-103 ●11 S 17石 R-104
セイコーホワイ ト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

石入 ハードレ ックス付 ハードレ ックス付 ハードレ ックス付

WGP 12,500円 WGP 11,000円 WGP 11,000円 WGP 11,000円
(026-085) (025-084) (022-073) (023-073) 

．
 
． 

●11 SL 23石 R-110 ●11 SL 23石 R-104 ●11 SL 23石 R-105 ●sv 21石 R-101
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付 SS-9,000円 SS-9,000円 SS-7,000円

SS-10,500円 co10-024) I co10-02s) I coo2-ooa) 

(008-021) 

（注 ） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印 の記号と番号と価格をご指定下さい。 97 



．
 

．
 

．
 • 
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◎ セイコーホワイトくスクエア＞

．
 

．
 

． 

●170S 20石 S-402 ●110S23石 S-405 ●1708 20石 S-407 ●11SL 23石 S-403
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

サフ ァイヤガラス付 ハードレックス付・ハイピート ハードレックス付 ハードレックス付・石入

AAPC 23,000円 PMP 21,000円 ss 18,000円 WGP 17,000円

(301-002) (304-011) (308-001) (303-009) 

． 
l ●11 SL 23君 S-408 ●11 S 21石 S-417 ●FS 23石 S-441●11SL 23石 S-407

セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

ハードレックス付 ハードレックス付・石入 石入 ハードレックス付・石入

PMP 17,000円 WBF 16,000円 WGP 16,000円 WGP 15,000円

(310-033) (341 -088) (309-005) (352-052) 

• 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 99 



◎ セイコーホワイトくスクエア〉

●11 S 21石 S-410 ●FS 23石 S-420 ●FS 23石 S-428 ●FS 23石 S-419
セイコーホワイ ト セイコーホワイ ト セイコーホワイト セイコーホワイ ト

ハー ドレックス付 ・石入 石入 石入 石入

W6P 14,000円 WGP 14,000円 WGP 14,000円 WBP 13,000円

(331-103) (707-036) (336-036) (706-036) 

．
 

．
 
• 

• ●FS 23石 S-429 ●11 S 17石 S-406 ●FS 23石 S-439 ●11 S 21石 S-408
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

石入 ハードレ ックス付・石入 ハードレックス付 ハードレックス付

WGP 13,000円 WGP 12,500円 WGP 12,000円 WGP 11,000円

(337-036) (327-076) (708-053) (329-103) 
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◎ セイ～コーホワイトくスクエア〉

．
 

．
 

． 

●11 SL 23石 S-404
セイコーホワイト

ハードレックス付

WGP- 11,000円
(305-018) 

●FS 23石 S-438
セイコーホワイト

ハー ドレ ックス付

WGP- 10,500円
(339-050) 

●FS 17石 S-417
セイコ＿ホワイト

PDP- 10,000円
(331-034) 

●fS 17石 S-418
セイコーホワイト

PDP- 10,000円
(332-035) 

●FS 17石 S-436
セイ コーホワイ ト

ハードレックス付

WGP-10,000円
SGP-10,000円

(349-048) 

●FS17石 S-443
セイコーホワイト

PDP-10,000円
(354-055) 

●sv 21石 S-408
セイコーホワイト

SS-10,000円
(321-049) 

●SVL 23石 S-400
セイコーホワイト

ss — 9, 500 円
(300-002) 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 101 



eセイコーホワイトくスクエア〉

．
 

．
 

●FS 17石 S-407 ●sv21石 S-404 ●FS17石 S-417 ●sv21石 S-400
セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト セイコーホワイト

WGP -9,000円 PDP-7,500円 PDP-7,000円 SS-7,000円
(323-016) I (304-009) I c33i -o34) I (301-002) 

．
 
． 
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魯 レ〒ィスホ-ッ

．
 
． 

．
 
． 

●22MSL 25石 R-118 ●22MSL 25石 R-130 ●22MSL 25石 R-131 ●22MSL 25石 R-117
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ レディ スポーツ

自動巻 ・ハードレックス付 自動巻・ハードレックス付 自動巻・ハードレックス付 自動巻・ハイピート

ハイピート ハイピート ハイピート SS・WR-―14,500円
SS·WR—16, 000 円 SS・WR-16,000円 SS・WR-16,000円 (015-017) 

(016-020) (038-047) (038-047) 

●27MLW 21石 R-106 ●27MLW 21石 R-107 ●27MLW 21石 R-109
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハードレックス付・ 装置付・ハードレックス付・ 装濫付・ハードレックス付・

ハイピート ハイピート ハイピート

SS・ WR—14 , 500 円 SS・WR-14,500円 SS・ WR—14,500 円
(008-025) (007-026) (009-034) 

●27MLW 21石 R-110
レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハードレ ックス付・

ハイピート

SS・WR-14,500円
(009-026) 

． 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 103 



Rレ和スホ-’ツ

●27MLW 21石 R-111 ●27MLW 21石 R-116 ●22MLW 17石 R-101 ●22MLW 17石 R-100
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハードレックス付・ 装置付・ハードレックス付・ 装置付・ハードレックス付・ 装置付・ハードレックス付・

ハイピート ハイピート ハイピート ハイピート

SS・WR-14,500円 SS・WR-14,500円 SS・ WR-13,500円 SS・WR-13,500円

(010-035) (009-035) (001-00 I) (001-001) 

●22MLW 17石 R-104
レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR-13,500円
(004-001) 

●22MLW 17石 R-105 ●22MLW 17石 R-106 ●22MLW 17石 R-109
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換

装置付．ハードレックス付 装置付・ハードレックス付 装置付・ハードレックス付

ハイピート ハイビート ハイピート

SS・WR-13,500円 SS・WR-13,500円 SS・WR-13,500円
(005-004) (006-006) (006-006) 

• 

．
 • 

． 
104 



Rレ和スホ-'ソ

．
 
． 

．
 

．
 

●22MLO 21石 R-107
レディスポーツ

自動巻・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR-13,000円
(006-007) 

●22MLO 21石 R-109
レディスポーツ

自動巻・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR-13,000円
(007-007) 

●22MLO 21石 R-110
レディスポーツ

自動巻・ハードレ ックス付

ハイピート

SS・ WR-13,000円
(008-010) 

●22MLO 21石 R-133
レディスポーツ

自動巻 ・ハードレ ック ス付

ハイピート・夜光付

SS・ WR-― 13,000円
(043-067) 

●22MLO 21石 R-137
レディスポーツ

自動巻・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR-13,000円
(047-067) 

●22MLO 21石 R-138
レディスポーツ

自動巻・ハードレックス付

ハイピート

SS・ WR--―13,000円
(046-070) 

●27MLW 21石 R-105
レディスポ＿ッ

自動巻・カレンダー和英切換

装置付．ハイビート・夜光付

SS・ WR—13, 000 円
(002-018) 

ぶ,・・ :・:. 
~ ~ →‘9 ·•• 

·必•:-;::ぶ
鴫．．4，'””
‘̂̂ ^”’ ．が^“̂ん，

＇^ ＾ ^ ^ ^ ^ ぃ^＾ 9 9ヽ.... .. 

●22MLO 17石 R-113
レディスポーツ

自動巻・ハードレックス付

ハイビート

SS・WR-12,000円
(011-013) 

■ 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 105 



Rレ〒ィスホ-ツ

●22MLO 17石 R-121 ●22MLO 17石 R-127 ●22MLO 17石 R-132 ●22MLO 17石 R-134
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻・ハードレ ックス付 9 自動巻・／ヽードレックス付 自動巻 ・ハードレ ックス付 自動巻 ・ハードレックス付

／ヽ イピート ／ヽ イビート ／ヽ イビート ハイピート

SS・WR-12,000円 SS・WR-12,000円 SS・WR-12,000円 SS・ WR-12,000円
(011-021) (032-042) (042-066) (042-066) 

．
 

． 

●22MLW 17石 R-102 ●22MLW 17石 R-103 ●22MLO 21石 R-100 ●22MLO 21石 R-101
レティスポーツ レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻 ・ハイビート 自動巻 ・ハイビート

装置付．ハイピート 装匿付 ．ハイピート SS・WR-11,500円 SS・WR-11.500円
SS・WR-12,000円 SS・ WR—12 , 000 円 (001-005) (00 I -006) 

(002-002) (003-003) 

• 

．
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Rレ〒イスホ-ツ

．
 

．
 

．
 
． 

●22MLO 21石 R-104 ●22MLO 21石 R-136 ●22MLO 17石 R-105 ●22MLO 17石 R-106
レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ レディスポーツ

自動巻 ・ハイピー ト 自動巻 ・ハイビート 自動巻 ・ハイピート 自動巻 ・ハイピート

SS・WR-11,500円 SS・WR- 11,500円 SS・WR- 10,500円 SS・ WR- 10,500円
(004-004) (045-087) SGP・ WR -—- 13,000 円 (005-023) 

(005-00 I) 

●22MLO 17石 R-108 ●22MLO 17石 R-112 ●22M LO 17石 R-135
レディスポーツ レディスポーツ レディ スポーツ

自動巻 ・ハイピート 自動巻 ・ハイピート 自動巻 ・ハイビート

SS・WR- 10,500円 SS・WR- 10,500円 SS・WR- 10,500円
(010-022) (010-012) (044-012) 

• 

（注 ） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定 下 さ い。 107 



Rレ〒ィスホ-ツ

●22CCL 23石 R-108
レディスポーツ

ハードレックス付・ハイピ＿ ＇ト

SS・WR- 12,000円
(008-009) 

●22CCL 23石 R-109
レディスポーツ

ハードレックス付・ハイピート

SS・WR- 12,000円
(008-009) 

●22CCL 23石 R-110
レディスポーツ

ハードレックス付・ハイピート

SS・WR- 12,000円
(009-0 I 0) 

●22CCL 23石 R-111
レディスポーツ

ハードレックス付 • ノヽイピート

SS・WR- 12,000円
(009-011) 

．
 
． 

●22CRE 21石R-105
レディスポーツ

ハードレックス付・ハイ ピー ト

SS・WR- 11,000円
(005-006) 

●22CCL 23石 R-100
レディスポ＿ッ

ハイピート

SS・WR- 10,500円
(001-012) 

●22CCL 23石 R-112
レディスポーツ

ハイビート

SS・ WR- 10,500円
(001-001) 

●22CCL 23石 R-115
レディスポーツ

ハイピート

SS・WR- 10,500円
(001-012) 

．
 
． 

108 



Rレ〒イ・スホ-'ソ

．
 
． 

．
 

．
 

●22CRE 21石 R-102
レディスポーツ

ハードレックス付 • I ヽイピート

PDP・ WR-10,500円
(003-003) 

●22CRE 21石 R-103
レディスポーツ

／ヽードレックス付•ノヽイピート

PDP・ WR-10,500円
(003-004) 

●21CRO 21石 R-130
レディスポーツ

ハードレックス付

SS・ WR-9,500円
(041-059) 

●21CRO 21石 R-131
レディスポ＿ッ

ハードレックス付

SS・WR-9,500円
(041-059) 

●21 CRO 21石 R-134
レディスポーツ

ハードレックス付

SS・WR-9,500円
(041-070) 

●22CRE 21石 R-113
レディスポーツ

ハイピート

SS・WR-9,500円
(010-014) 

●22CRE 21石 R-114
レディスポ＿ッ

ハイピート

SS • WR - 9,500円
(010-014) 

●sv 21石 R-105
レディスポーツ

SS・WR-8,800円
(010-025) 

圃

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と 価 格をご指定下さい。 109 



Rレ〒ィスホ-ッ

●21 CRO 17石 R-127
レディスポーツ

ハードレックス付

SS・ WR - 8,500円
(040-058) 

●21 CRO 17石 R-128
レティスホ＂＿ツ

ノヽードレックス付

SS・WR-8,500円，
(040-061) 

●sv 21石 R-104
レディスポーツ

SS・WR-8,300円
(009-024) 

●21CRO 17石 R-100
レディスポーツ

SS・WR-7,300円
SGP・WR-9,500円

(023-016) 

．
 
． 

．
 

．
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セイコー乞ョイコ）し

セイコージョイフルは、 ．ますます多様化する現代のヤングレディの好みに応えるぺく、おしゃれにスポーティな

装いを加味した新しいタ イプ の機 能時 計で す。

．
 
． 

●27MLW 21石 A-604
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付 ・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR- 17,500円
(704-028) 

●27MLW 21石 A-606
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付 ．ハードレックス付

／ヽ イビート

SS・ WR— 17 , 500 円
（近日発売） （704-028) 

●22MSL 25石 S-408
ジョ イフル

自動巻 ・ハイピート

SS・WR- 17,000円
(307-068) 

●22MSL 25石 S-409
ジョイフル

自動巻・ハイピート

SS·WR—17, 000 円
(307-068) 

．
 

．
 

●27MLW 21石 R-114
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付・ハードレックス付

ハイピート

SS・ WR—16 , 500 円
(011 -026) 

●27MLW 21石 R-115
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付 ．ハードレックス付

Iヽイピート

SS・WR- 16,500円
(011-036) 

●22MLO 21石 A-601
ジョイフル

自動巻・ハードレックス付

ハイビート

SS・WR ・- 16,000円
(703-052) 

●22MLO 21石 A-604
ジョ イフル

自動巻 ・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR- 16,000円
(700-071) 

． 

（注 ） ご注文いた、・ ＜際は、 ● 印 の記号と番号と 価格 をご指 定下さい。 111 



O セイコーコョイコ）し

●22MLO 21石 A-606 ●27MLW 21石 S-402 ●27MLW 21石 S-403 ●22MLW 17石 R-107
ジョイフル ジョイフル ジョイフル ジョイフル

自動巻・ハードレックス付 自動巻 ・カレンダー和英切換 自動巻・カレンダー和英切換 自動巻 ・カレンダー和英切換

ノヽ イビート 装置付．ハイピート 装置付 ．ハイビート 装置付 ・ハードレックス付

SS・WR-16,000円 SS・ WR— 16 , 000 円 SS・WR-16,000円 ノヽ イビート

(703-071) (302-030) (302-031) SS・ WR— 15 ,500 円
(007-007) 

．
 

．
 

●22MLW 17石 R-108
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付．ハードレックス付

ノヽ イビート

SS・WR-15,500円
(007-007) 

●22MLW 17石 R-110
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR- 15,500円
(007-007) 

●27MLW 21石 A-605 ●22MLO 21石 R-128
ジョイフル ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換 自動巻・ハードレックス付

装置付・ハイビート ハイビート

SS・WR-15,000円 SS・WR-15,000円
(102-031) I (039-056) 

．
 
． 

112 



O セイコー乞ョイコ）し

． 

． 

．
 
． 

●22MLO 21石 R-129
ジョ イフル

自動巻 ・ハードレックス付

／ヽイ ピート

SS・WR- 15,000円
(039-056) 

丁

●27MLW 21石 S-404
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付 ・ハイビート

SS・WR- 15,000円
(303-019) 

●22MLO 17石 A-602
ジョ イフル

自動巻 ・ハードレックス付

ハイピート

SS・WR- 15,000円
(701 -050) 

●27MLW 21石 S-405
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付 ・ハイピート

SS・WR- 15,000円
(303-022) 

●22MLO 17石 A-603
ジョイフル

自動巻・ハードレックス付

／ヽ イビート

SS・WR- 15,000円
(701-051) 

●27M LW 21石 A-600
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハイピート

SS・WR-15,000円
(70 I -020) 

●22MLO 17石 A-605
ジョイフル

自動巻 ・ハードレックス付

／ヽ イビート

SS・WR- 15,000円
(701-051) 

●27MLW 21石 A-603
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付 ・ハイビート

SS・WR- 15,000円
(701-021) 

• 

沖 ‘ ごtt幻ヽた..＜ |：記よ、 ● 1:！］の記サと番号と価格をご・指定下さい。 113 



O セイコー乞ョイコ）し

●22MLW 17石 S-400
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英切換

装置付・ハイピート

SS・ WR― 14,500円
(300-008) 

●22MLW 17石 S-401
ジョイフル

自動巻 ・カレンダー和英切換

装置付・ハイピート

SS・WR-14,500円
(300-008) 

●22MLO 17石 S-404
ジョイフル

自動巻・ハイピート

SS・WR-14,000円
(304-058) 

●22MLO 17石 S-405
ジョイフル

自動巻・ハイピート

SS・WR-14,000円
(304-059) 

●22MLO 21石 s-400
ジョイフル

自動巻・ハイビート

SS・WR-13,500円
(302-053) 

●22MLO 21石 S-403
ジョイフル

自動巻 ・ハイピート

SS・ WR--―13,500円
(303-055) 

．
 

．
 

．
 
． 
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・その他の腕時計

． 

． 
●110S 23石 R-100
11クイーンセイコー

サフ ァイヤガラス付

ノヽ イピート

SGP- 19.000円
(00 I -00 I) 

●2220 24石 S-413
22クイーンセイコー

ハイピート

SS- 14,500円
(315-048) 

●2220 24石 A-600
22クイーンセイコー

／ヽ イピート

SS- 14,500円
(709-050) 

●2220 24石 S-414
22クイーンセイコー

I イヽビート

SS- 14,500円
(316-049) 

． 

． 
●SVL 23石 R-102

サルピアスペシャ ル

AGF- 13,000円
(002-008) 

●SVL 23石 S-405
サルビアスペシャ ル

SS・WR- 12,500円
(304-009) 

●SVL 23石 S-402
サルピアスペシャル

SS・WR- 11,000円
(302-004) 

●SVL 23石 S-404
サルピアスペシャ ル

SS・WR- 11,000円
(302-006) 

圏

（注）ご注文し、 t..:、鼻く 際は、 ● 印の記号と番り→と価格をご指定下さい。 115 



●その他の腕時計

．
 

●SVL 23石 R-100 ●SVL23石 R-101 ●sv21石 R-103 ●21CRO21石 S-400
サルビアスペシャル サルピアスペシャル サルピア コーラスカレンダー

SS・WR-10,500円 SS・ WR— 10 , 500 円 APDP- 7,700 円 PDP- 7 , 000 円
(001-001 > I (001-001) I ASGP-7,700円 (320-004)

(003-010) 

●21CRO 21石 S-408
コーラスカレンダー

PDP-7,000円
(321-035) 

．
 

． 

． 
116 



． 

． 

． 

． 

●ファンシーウォッチ

●170S 20石 R-116
リングウオ ッチ

AWGP・ WR- 19,000円
(031-037) 

●11 S 17石 R-123
リングウオ ッチ

AWGP- 11,000円
(041-081) 

●170S 20石 R-117
リングウオッチ

AWGP・ WR- 18,000円
(040-037) 

●11 S 17石 R-124
リングウオ ッチ

AWGP- 11,000円
(042-081) 

（注 ） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印 の 記号と番号と価格をご指定下さい。

●11 S 21石 R-137
リングウオッチ

AWGP- 12,000円
(052-141) 

●11 S 17石 R-129
リングウオッチ

AWGP- 11,000円
(046-081) 

117 



●ファンシーウオッチ

．
 

●11 S 17石 R-130
リングウオ ッチ

WGP- 10,500円
(047-125) 

●11 S 17石 Rこ119
リングウオ ッチ

AWGP- 9,500円
(029-081) 

●11 S 17石 R-108
リングウオ ッチ

AWGP- 9,500円
(029-081) 

●11 S 17石 R-128
リングウオ ッチ

ASGP- 9,500円
(029-081) 

●11 S 17石 R-118
リングウオッチ

AWGP- 9,500円
(029-081) 

●FS 17石 A-603
プレスレ ッ トウオッチ

WGP- 11,000円
(704-002) 

．
 
． 

． 
11 B 



●ファンシーウオッチ

．
 

．
 
． 

． ●11 S 17石 A-642
ペンダントウオッチ

ハードレックス付

WG P -12,000円
(755-146) 

●11 S 17石 A-643
ペンダントウオッチ

ハードレックス付

ASGP- 12,000円

(755-146) 

J
 

（注 ） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印 の 北サと番号と価格をご指定下さい。 119 



●ファンシーウオッチ

~

ー
．
鳥息
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 l

$
$
d皐
‘

●11 S 17石 R-122
ペンダントウオッチ

WGP- 12,000円
(040-108) 

●11 S 17石 R-125
ペンダン トウオ ッチ

WGP- 12,000円
(040-108) 

●11 S 17石 R-126
ペンダン トウオ ッチ

WGP- 12,000円
(040-108) 

．
 

．
 
． 

． 
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●ファンシーウオッチ

．
 

．
 
． 

． ●SLS 17石 R-111
ペンダントウオッチ

WGP-10,000円
(023-118) 

●SLS 17石 R-112
ペンダントウオッチ

ASGP-10,000円
(023-118) 

（注 ） ご注文いた くゞ 際は、 ● 印の記号と 番号と 価格 をご指 定下さい。 121 



●ファンシーウオッチ

．
 

●11 S 17石 R-131
ペンダントウオッチ

WBP-10,500円
(048-123) 

●SLS 17石 S-408 ●SLS17石 S-407
ペンダントウオッチ ペンダントウオッチ

AWGP-9,500円 ASGP- 9,500円
(315-110) (315-110) 

．
 
． 

． 
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●ファンシーウオッチ

．
 
． 

． 

． ●SLS 17石 A廿25
ペンダントウオッチ

ASGP-9,500円
(748-099) 

虹
沢
貨
北
沢
入
沢
よ
沢

●SLS 17石 R-102
ペンダントウオッチ

APOP-9,000円
(017-091) 璽'

（注 ） ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 123 



●ファンシーウォッチ

●SLS 17石 A-602
ペンダントウオッチ

APDP-7,500円
(719-045) 

．
 

．
 
． 

●SLS 17石 A-602
ペンダントウオッチ

ASGP-7,500円
(719-045) 

． 

124 



●ファンシーウオッチ

．
 
． 

． 

． 

o
 .
.
.
 

••
. 
，． 

•
Lo 

●SLS 17石 R-106
ペンダントウオッチ

WGP-7,800円
(716-027) 

●SLS 17石 R-103
ペンダン トウオ ッチ

ASGP-7,000円
(715-026) 圃

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 125 



●ファンシーウオッチ

．
 

●SLS 17石 A-617
ペンダントウオ ッチ

(746-097) 

●SLS 17石 A-616
ペンダン トウオ ッチ

ASGP-8,700円 APDP-8,700円
(746-097) 

前

●SLS 17石 R-104
ポケ ッ トウオ ッチ

ASGP-8,800円
(018-091) 

．
 
． 

． 
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●ファンシーウオッチ

．
 
． 

． 

． 

●SLS 17石 A-626
ホケ ッ トウオ ッチ

CRP- 8.800円
(751 I 17 i 

●SLS 17石 A-627
ホケットウオッチ

CRP- 8,800円
(751 -117) 

●SLS 17石 A-628
ホケットウオッチ

C R P -8,800円
(751 -I 17) 一

f i: ¥ ご； F.文＼、た、 く際：ょ、 ● 印ク）出サ と番 号と 価格 を ご指定 ドさし、 127 
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．
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． 
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●ストップウォッチ
高級ストップウオッチ(89ST)
オリンピ ック束京大会のために、セイコーがとくに設計 ・製 作 し た 高 級 ス ト ップ ウ ォ ッチです。 置針付ですから

計時中に途中計 （ラ ップタイム ） を記録することができます。 念入りに調整された高性能ス トップウォ ッチとし

て、オリンピ ッ ク束京 大会 をは じめ 数々 の国 際競 技大 会で1憂 秀 性 が 実 証 さ れ て い ま す。

．
 
． 

． 

． 

底----
••• 
6 5 4 

SEIKO 
1/100 

50 ~ 

●89ST 15石 030
セイコースト ップウオ ッチ

“少計・ 積算式

ACRP 32,000円
(500-500) 

●89ST 15石 010
セイコースト ッフウオ ッチ

と秒計 ・置針付 ．積算式

ACRP 24,000円
(500-500) 

●89ST 15石 020
セイコースト ッフウオ ッチ

命秒計・ 置針付． 積算式

ACRP 25,000円
(500-500) 

璽

（注 l ご注文いた、・＜ 際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 129 



●標準ストップウォッチ(88ST)

●BBST 7石 182
セイコースト ップウオッ チ

打少計 ・積算式 ・ハードレ ックス付

硬質軽合金側 ・防水側

ALM・WR- 15,000円

●BBST 7石 192
セイコースト ップウオッチ

七秒計 ・積算式 ・ハードレックス付

硬質軽合金側 ・防水側

ALM・WR- 15,500円

．
 
． 

（近II発ヽJじ (509-519) （近日発売） (509-520) 

●88ST 7石 162
セイコーストッ フウオ ッチ

+秒計 ・積算式 ・ハードレックス付

硬質軽合金側 ・レインプルーフ側

ALM・ RP- 12,000円
(508-519) 

●BBST 7石 202
セイ コースト ッフウオッチ

もー秒計 ・ハ＿ ドレックス付

硬質軽合金側 ・レインプルーフ側

ALM・RP- 11,000円
(510-519) 

． 

． 

130 



●標準ストップウオッチ (88ST)

．
 
． 

． 

． 

●BBST 7石 172
セイ コーストッフウオッチ

占秒計 ・積算式 ・ハードレ ックス付

硬質軽合金側・レインプルーフ側

ALM・RP- 12,500円
(508-520) 

●BOST 7石 212
セイコースト ッフウオッチ

,’,，秒計・ノヽ ートレックス付

硬質軽合金側 ・レイ ンフルーフ側

ALM・ RP- 11,500円
(510--520) 

●BBST 7石 071
セイコーストッフウオッチ

し秒計 ・積算式(S)

ACRP- 7,200円
(502-513) 

●88ST 7石 081
セイコーストッフウオッチ

ふ秒計・積算式(S)

ACRP- 7,400円
(502-514) 

（注 ） ご注文いた、゜く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定 下 さ い。 131 



●標準ストップウオッチ (88ST)

●88ST 7石 010
セイコースト ッフウオ ッチ

も秒計(L)

ACRP 7,400円
(505-511) 

●88ST7石 050
セイコースト ッフウォッチ

+秒計(S)

ACRP 6,800円
(501-513) 

• 

． 

●BBST 7石 030
セイ コースト ッフウオ ッチ

け少計・ 積算式(L)

ACRP 7,800円
(506-511) 

●88ST 7石 070
セイ コースト ッフウオ ッチ

令秒計 ・積算式(S)

ACRP 

． 

． 
7,200円

(502-513) 

132 



． 

． 

． 

． 

●標準ストップウオッチ (88ST)

●BBST 7石 020
セイ コーストッフウオッチ

お秒計(L)

ACRP-7,600円
(505-512) 

●BBST 7石 040
セイコーストップウオッチ

お秒計 ・積算式(L)

ACRP-8,000円
(506-512) 

（氾 ） ご注文いた、・＜際は、 ● 印の記号と番サと価格をご指定―ドさい。

●BBST 7石 060
セイコースト ッフウオッチ

わ秒計(S)

ACRP-7,000円
(501-514) 

●88ST7石 080
セイコーストッ フウオッチ

わ秒計 ・積算式(S)

ACRP-7,400円
(502-514) 



●標準ストップウオッチ (88ST)

ヽ
ヽヽ＼

IヽI I I"// 
、 100

I I I 
／ 

‘‘ 
／ 

、、 90”
I/ 

ミ§.”べ＼＇ 10ら／`グ

SEIKO 
4 

印
50 

.~ 

●BBST 7石 090
セイ コースト ッフウオ ッチ

I 00割計(L)

ACRP- 7,600円
(505-515) 

ー

。①・． ゜
SEIKO 

‘ジ ． 
40 

●88ST 7石 110
セイコースト ッフウオ ッチ

100割計(S)

ACRP- 7,000円
(501-516) 

SEIKO 

ヽ

．
 
． 

●88ST 7石 100
セイ コースト ッフウオ ッチ

100割計 ・積算式(L)

ACRP- 8,000円
(506-515) 

●88ST7石 120
セイ コースト ッフウオ ッチ

100割計・積算式(S)

ACRP- 7,400円
(502-516) 

• 

． 
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●標準ストップウォッチ (88ST)

． 

． 
●BBST 7石 140

セイコースト ッフウオッチ

わ秒計 ・パルスメーター(S)

ACRP 7,300円
(501-518) 

． 

． 
●BBST 7石 240

セイコーストッフウオ ッチ

ホート用ピッチ計

ACRP- 8,500円

●88ST7石 150
セイ トコース ッフウオッチ

バスケットボール用 ・30秒ルール計

お秒計 ・積算式(L)

ACRP- 9,000円
(506-522) 

（近 IIH:礼； (505 -523) 

• 
（注 ） ご・ii：文し、た、・＜ 1 ；祭は、 ● l'•Ij の 1記 号と 番け と 価格 をご指定ド さい 。 135 
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． 
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． 

● 

． 

． 

●鉄道時計

●91RW 15石 030
鉄道・船舶用時計

秒針規正装置付

ACRP 9,800円
(003-004) 

（注）ご注文いた、・＜際は、 ● 印の，記号と番サと価格をご指定下さい。

●91RW 15石 020
鉄道時計

秒針規正装置付

ACRP 6,500円
(002-002) 



．
 
・

． 

• 
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